人類への奉仕はロータリーの礎であり、世界
で意義ある奉仕を行う最善の道はロータリ
ー会員になることである。
国際ロータリー会長
ジョン F．ジャーム

国際ロ－タリ－２７８０地区
会長
八木 勉
幹事
高橋幸一
会報委員長 具 尚禮
会報発行
事務局

小こ
八木 勉会長

第 1075 回
司会

井上

会長挨拶

会長

八木

勉会長

８月といえば 15 日が終戦記念日であります
が、今年で 71 回目を迎えました。71 年もの歳
月が過ぎますと、その当時の出来事など学校で
勉強したと思いますが、忘れてしまっていると
思います。
終戦というものが私は今の日本の原点になっ
ていると思いますので、それについて話したい
と思います。皆さんに質問をしたり、また間違
ったことも言ったりしますので、楽しみながら
聴いて頂ければと思います。
まず、終戦を迎えるすこし前の昭和 20 年７月
26 日、アメリカ・イギリス・中国の 3 か国が（の
ちにソ連も参加）ポツダム宣言を発し、日本軍
の無条件降伏を要求しました。
そして 8 月 6 日、何が起こったかというと広
島に原爆が投下され、8 月 8 日にソ連が対日宣
戦布告をし、日本に攻めてきました。その翌日
の 8 月 9 日には続けて長崎にも原爆が投下され
ました。
そのような状況の中、政府は昭和 20 年 8 月
14 日御前会議で昭和天皇の聖断によりポツダ

【出席報告者

水野

相模原市緑区中野 1029

津久井商工会館 2F

TEL

042-780-0201

FAX

042-850-4830

毎週木曜日

時間

12：30~13：30

例会日

Ｅ-mail

trc@club.email.ne.jp
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旭 SAA

八木

事務所・例会場

勉会長

斉唱 君が代 四つのテスト

ム宣言受諾が決定され、翌日の 8 月 15 日正午
大東亜戦争終結の詔書という昭和天皇が朗読し
たレコードがラジオ放送、いわゆる「玉音放送」
により国民に伝えられました。これは今まで神
聖不可侵とされた最高権力者である天皇の肉声
が初めてラジオで放送されたことと共に、戦争
の終結及び敗戦の象徴とも言うべきことであ
り、国民には大きな衝撃を与えました。
その後 8 月 30 日、連合国軍最高司令官のマッ
カーサーが厚木基地に降り立ち、占領統治を取
り仕切りました。
そして 9 月 2 日、日本政府が休戦協定に調印
しました。それから 7 年後の昭和 27 年 4 月 28
日に日本国と連合国各国のサンフランシスコ平
和条約の発効により、この時点で初めて日本は
連合国各国に対して戦争が終結した日というこ
とになります。
終戦の経緯を簡単に話しましたが、戦争とい
うものは多くの人々を苦しめます。戦地に行か
なくても悲しい思いをする人がたくさんいま
す。二度とそのようなことが起こらないように
今日の話を時々思い出して頂きたいと思いま
す。

茂委員長】

現在会員数

出席対象数

本会出席数

本会欠席数

本会出席率

前回修正出席率

17

15

14

1

93.33％

93.33％

本日欠席者

田畑会員

前々回修正出席率

93.33％

幹事報告

高橋幸一幹事

週報受領
相模原柴胡 RC 相模原南 RC 座間 RC
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
地区大会書類・パンフレット
ハイライトよねやま 197 号
相模原橋本 RC
8 月 18 日(木)の例会案内
ホンジュラス大使を迎える特別例会
津久井 RC
創立 50 周年記念例会案内
例会変更通知
相模原柴胡 RC
８月２９日（月）

18：30 点鐘「とん平」

津久井 RC
9 月 2 日（金）収穫祭準備（大根の種まき）
集合 ９：００
場所 髙城正勝会員宅
9 月 16 日（金）創立 50 周年記念例会
点鐘 １４：３０
場所 津久井文化福祉会館
その他の受領書類
相模原市美化運動推進協議会
平成 28 年度相模原市美化運動推進協議会
美化推進委員委嘱状
総会結果報告書

ゲスト紹介
小林

栄一

様

津久井ＲＣ

津久井 RC 創立50 周年記念例会
について
小林栄一実行委員長
この度、津久井ロータリークラブ 50 周年と
いうことで記念例会の実行委員長を仰せつか
りました小林と申します。よろしくお願い致し
ます。
9 月 16 日金曜日、1 部を津久井文化福祉会館
にて記念例会を開催致します。
出席して頂ける来賓の方々はロータリーク
ラブ関係ということで非常にコンパクトに行
いたいと考えております。
津久井中央ロータリークラブの皆様には特
別にご支援、ご協力を頂いて 1 名でも多く記念
例会にご参加を頂ければ幸いでございます。
よろしくお願いいたします。

少年野球大会について
杉本信一青少年奉仕委員長
青少年奉仕委員会と高橋幹事でサーティフ
ォー球場に行き、会場等の打ち合せをしてきま
した。
当日 8 時 15 分から受付開始ですので、7 時
30 分集合とします。
会場内の会議室と役員室を男性用、女性用の
更衣室として借り、G・G 佐藤さんの控室、医
務室も確保しました
スコアボードへのチームメンバーの打ち込
みは球場のスタッフに事前にやってもらいま
すが、当日のメンバーの変更等の打ち込みは私
と高橋幹事で行います。アナウンスについても
手配中です。
試合で私達ロータリークラブのメンバーが
関わるところはほとんどなく、始まる時と終わ
る時に盛り上げてあげればいいと思います。
終わる時間ですが、16 時 30 分には会場を出
なければならないので、16 時 15 分にはすべて
終わらせたいと思います。

スマイル委員会

水野

茂委員長

『ス マ イ ル 報 告 水野 茂委員長』
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
津久井 RC
小林栄一 様
大変ごぶさたをしております。本日は津久井ロータリークラブ 50 周年記念例会
のご案内に伺いました。お忙しい中恐縮ではございますが、よろしくお願いいた
します。
津久井中央 RC
八木 勉会員
小林様、ようこそおこしくださいました。野球大会が近づいてまいりました。
よろしくお願いします。
井上 旭会員
親クラブより小林栄一ちゃん、ようこそお越し下さいました。
会社の夏休みも終り、孫達も帰り静かな日常が返って来ましたが、連日仕事に追
われ、てんてこ舞の毎日です。
山﨑和彦会員
お盆が終って今週の土、日は地元の祭禮です。今年は天気が不順で雨が心配です
が、暑くなく晴れてくれればと願っています。
小川洋一会員
夏休み、近くの老夫婦と昨年と同じ白馬に行ってきました。今年は天候が晴れで
昨年とはちがった感動がありました。
吉野賢治会員
小林さんようこそ！ お盆休み訳あり夫婦と一緒に白馬へ行って来ました。天気
恵まれました。帰りに長野の小川村にある、おやき村に寄って来ました。小川さ
んの第 3 のふるさと、山の上の 11 軒の集落。いろりで老人達がおやきを焼いて
観光客にふるまっている光景、将来小川さんもやるのかな？
森田正紀会員
小林委員長様、50 周年おめでとうございます。
歴史あるクラブの式典、楽しみにしています。
具 尚禮会員
吉野さん、水野さん、田園来店ありがとうございました。早いもので１年となり
ました。きのうの仕事のはじまり…、Yoga のスタジオの金庫のお金がなくなり
まして、今頃警察が来ていると思います。犯人は見つからないでしょう。
散々な 2016 年です。まだ４ヶ月も残っているというのに…。この先また何がお
きるのでしょう！
佐藤祐一郎会員 度々の遅刻、申し訳ありません。レスリングの女子、すごいですねー！
土曜日の少年野球、宜しく御願い申し上げます。
小山里枝会員
お盆が過ぎました。津久井クラブから小林様ようこそお越し下さいました。
9 月 16 日、楽しみにして参ります。宜しくお願い致します。
8 月 20 日、あさってですね。倒れないようにがんばります。その日は夕方から
所用で相模大野に向かいます。全身相着替えです。変身（？）しますが、驚かな
いで下さい。見ないで下さい。
前沢弘之会員
小林さん、ようこそお越し下さいました。50 周年、素晴らしいですね。
楽しみにしております。会長、いつもためになる話をありがとうございます。
これからも楽しみにしております。
水野 茂会員
小林さん、いらっしゃいませ。ガバナー訪問依頼、会長のあいさつが堅くなりま
した。もう少し八木会長らしさがあっていいと思います。
いい事がないと沼崎さんにスマイルしていただけませんでした。いやな事があっ
た具さんにはスマイルしてもらいました。悪い事があってもスマイルすればいい
事があると思います。

